
申込⽅法︓受付開始⽇の午前９時から電話受付。定員になり次第、締切り。

コミセン通信
学びのための情報紙

市 民 講７月～９月開催予定の

ベビーマッサージで

ふれあいタイム

講師/岡村 香(RTA認定講師 ）

親子の絆を深め、横の繋がりを大切に
楽しいリラックスタイムをご一緒に・・・

●日 時：７月９日（土） １０：００～１１：３０
●参加料：無料
●定 員：０歳児（生後２か月～あんよ前まで）

保護者（５組）
●持ち物：普段利用のベビーオイル、タオル、マスク

★受付開始日：6月10日(金) ９：００～

●日 時：７月30日（土） １０：００～１１：３０
●参加料：無料
●定 員：小学生とその保護者（１０組）
●持ち物：マスク、筆記用具、上履き

★受付開始日：6月25日(土) ９：００～

動物園に行きたくなる話

講師/大橋 有加

(横浜市立野毛山動物園元飼育員・学芸員)

オカリナ＆ギターと歌の集い
講師/小田正子・小田眞一

オカリナの音色にギターとのデュエット
あなたの知っている曲が盛りだくさん♪

大人のための

絵本読み聞かせ会

講師/本のまち推進室

Newsletter 2022 Summer

望海コミュニティ・センター

子育て中のお母さんお父さん

少し自分の時間が出来たあなた
意欲はあっても学ぶきっかけがつかめなかった人
海外から来られたかた

ぜひ、市民講座を受講してみてください。望海コミセンは
そんなあなたを応援します。

●日 時：8月27日（土） 10:00～11:30
●参 加 料：無料
●定 員：30名
●持 ち 物：マスク、筆記用具、上履き

★受付開始日：7月23日(土)

●日 時：9月17日（土） １０：００～11:30
●参 加 料：無料
●定 員：30名
●持 ち 物：マスク、上履き
★受付開始日：８月１３日(土) 9：００～

20２２夏号

年齢制限なく、どなたでも学べる市民講座

親子講座



ご いさ つ

南谷 教夫
(前エリアマネージャー)

退任あいさつ
「いつまでも お元気で！」

向暑の候、望海校区コミセン利用者の皆様におかれましては、日々、元気でお過ごしのことと
存じます。
さて、私ことエリアマネージャー南谷教夫 ３月末をもって退職しました。5年間の在職中にお
きましては皆様から常に温かい心でコミセン活動の発展にご支援ご協力いただきましたこと
感謝いたしますと共に厚くお礼申し上げます。
本来ならば、4月当初にお伝えしなければならないことですが、この時期になってのご挨拶と
なりましたこと、お詫び申し上げます。
依然としてコロナ禍が続いておりますが、何と言っても「健康第一」どうか皆様、コロナに負け
ないで今後も自分の目標に向かって頑張ってください。
又、お会い出来る日を楽しみにしております。ありがとうございました。

「はじめまして！」
はじめまして、この度４月１日より、お世話になっております。坪井 誠でございます。
私は3年間高丘コミセンでお世話になっておりました。その前の２年間は錦城コミセンで
もお世話になっておりました。縁あって今年度より望海コミセンに参りました。
地域の皆様が「学び」「集い」「鍛え」「語り合って」有意義な時間を過ごしながら交流の輪を
広げる場所がコミセンと言われております。『挨拶は、心の窓を開き、ふれあいの最初の一
歩』と言われてます。今後ともコミセンが地域活動の一助となるように努めさせていただ
きます。どうぞよろしくお願いいたします。

坪井 誠
(新エリアマネージャー)

「よろしくお願いします」

２０２２年度、運営委員長を引き受けることになりました。
コロナ禍で、様々な活動が制限されている中でのコミセン活動が行われております。
地域の皆様方の元気な顔と声であふれるコミセンであることを願っております。
また、藤江・花園・貴崎の3校区で暮らす方々が、一緒に集えるコミセンであるように
努めてまいります。

体育サークル比率

男性 女性

文化サークル比率

男性 女性

データ提供：令和４年度サークル集計表（前エリアマネージャー南谷教夫氏）

運営委員長あいさつ

大野 美代子
(藤江校区まちづくり協議会 会長)

着任あいさつ

令和４年度望海コミセン登録団体 年代別構成

コミセンサークルは、文化、芸術、スポーツ、レクリエーションなどを
とおして、市民の生涯学習、コミュニティ活動及び地域貢献を推進
できる団体が、月に1回以上活動しています。

あ



望海コミセン サークル登録団体一覧 活動日・時間の紹介（令和4年度）

団 体 名
活 動 日

第～週 曜 時 間 帯

1 Happy Go Luckies!!(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ) 1･2･3･4･5 火 18:30～20:30

2 スカッと（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ） 1･2･3･4･5 火 18:30～20:30

3 ヨガ・ストレッチ体操サークル 1･2･3･4･5 水 9:30～11:00

4 望海ひまわりフラダンス 1･2･3･4 水 9:30～12:00

5 望海綱引きクラブ 1･2･3･5 水 18:30～20:30

6 レイコーズ(ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ） 1･3･4･5 水 18:30～20:30

7 ストイッカー(バドミントン） 2･4 水 18:30～20:30

8 さくら卓球 1･2･3･4･5 木 13:00～15:30

9 望海バドミントンサークル 1･2･3･4･5 木 18:30～20:30

10 Kダンスドリーム 1･2･3･4･5 木 19:00～20:30

11 神明F－Volley 1･2･3･4･5 木 18:30～20:30

12 望海卓球サークル 1･2･3･4･5 金 9:30～12:00

13 想拳塾(空手） 1･2･3･4･5 金 18:30～20:30

14 望海バレーボール 1･2･3･4･5 金 18:30～20:30

15 ｼﾙﾊﾞｰｽﾀｰｽﾞ(ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ） 1･2･3･4･5 金 18:30～20:30

16 空手道同好会 1･2･3･4･5 土 18:30～20:30

17 望海合氣道会 1･2･3･4･5 土 19:00～20:30

18 BOUZ(ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ) 1･2･3･4･5 土 18:30～20:30

19 STAR CATS(ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ) 1･2･3･4･5 土 18:30～20:30

20 明石柔友会 1･2･3･4･5 日 9:30～12:00

21 明石合気道 1･2･3･4･5 日 13:00～16:30

文化サークル（１５団体）

体育サークル（２１団体）

団 体 名
活 動 日

第～週 曜 時 間 帯

1 望海パソコンクラブ 1･2･3･4･5 火 9:30～12:00

2 望海ハーモニカサークル 1･2･3･4･5 火 13:00～16:00

3 パッチワークサークル 1･3 火 13:00～16:30

4 習字サークル 1･2･3･4 火 15:00～19:00

5 和服リフォーム 2･4 水 9:30～12:00

6 阿波踊り『海峡連』 1･2･3･4･5 水 18:30～20:30

7 望海なでしこグループ 1･2･3･4 木 13:00～16:00

8 明石囲碁会 1･2･3･4･5 木 13:00～16:30

9 明石ESS 1･2･3･4･5 木 18:30～20:30

10 リコーダーアンサンブル望海 1･2･3･4･5 金 9:30～12:30

11 童謡・唱歌の会「わらべ」 1･3 金 13:00～16:00

12 洋画サークル｢望」 1･2･3･4 土 13:30～16:30

13 明石望海マジッククラブ 1･3 日 9:30～12:00

14 ガールスカウト兵庫県第60団 1･2･3･4･5 日 9:30～12:00

15 望海なつメロ同好会 1･2･3･4･5 日 13:00～16:30



2022年度7〜9月あかねカレッジライトコース講座申込方法：6月15日(水)9:00から電話で受付
開催日時 講座名 講 師 定員 講座ID

7月6日(水)

13:30~15:00

アドラー心理学講座
〜心が元気になるコツ〜

川原 啓治
アドラー心理学会正会員 30名 22-06-013

対面形式

7月13日(水)

13:30~15:00

共に人生を生きる
〜認知症になっても笑顔で暮らせるまちづくり〜

吉田 正⺒
加古川認知症の人と家族、

サポーターの会
30名 22-06-014

ライブ配信

7月20日(水)

13:30~15:00

福祉ってなあに？
〜コロナ禍の実践現場から考える〜

小林 洋司
日本福祉大学助教授 13名 22-06-010

ライブ配信

8月3日(水)

13:30~15:00

南極ってこんなところ
〜第56次日本南極地域観測隊員としての経験から〜

河合 健次
小学校主幹教諭 30名 22-06-015

対面形式

8月17日(水)

13:30~15:00

フレイルってなぁに？
〜明日も元気な心と体を目指して〜 地域共生社会室地域総合支援担当 13名 22-06-011

ライブ配信

8月24日(水)

13:30~15:00 薬膳っておもしろい 坂野 美津子
国際薬膳師 30名 22-06-016

対面形式

9月1日(木)

10:00~11:30 貴方も漢字・日本語ファンに！ 川 こう
漢字教育士 30名 22-06-018

対面形式

9月7日(水)

13:30~15:00
動物園に行きたくなる話 大橋 有加

横浜市立野毛山動物園・元飼育員 30名 22-06-019

対面形式

9月14日(水)

13:30~15:00

おもちゃがつなぐ心と心
〜「ありがとう」が診療代〜

由富 米久
みきおもちゃ病院おもちゃドクター 30名 22-06-020

ライブ配信

9月21日(水)

13:30~15:00
生涯学習の可能性について 久 隆浩

近畿大学教授 13名 22-06-012

録画配信

・ＪＲ「西明石駅」より徒歩6分

・最寄りバス停 Ｔacoバス「望海中学校南」

・月曜日・祝日は休館です。

・お車での来館はご遠慮ください。

引き続き感染拡大防止にご協力お願いします。

明石市内の60歳以上の方であれば、誰でも受けられる
「あかねカレッジ」

詳しい内容・申込方法などは、各中学校コミセンなどで配
架されている 「入学案内パンフレット」 または「あかね
カレッジのホームページ」をご覧ください。

自分の興味や関心に合わせて、300以上の講座の
中から好きなだけ受けることができます。自宅か
らのオンライン受講ができる講座もあります。

受講するには…
申込・受講場所：市内13の中学校コミセン ①入学願書と資料代をコミセンへ持参

②オリエンテーションを受講

③講座を選択して申込⇒講座受講！
④資料代… 年間 1,000円

オリエンテーション開催日時 ： 8月１２日（金） １０：００～１１：３０

コミセンをご利用の方は、自宅で体温を測ってからお越しくだい。

開館・休館のお知らせなど、コミセン関連
情報をいち早くお届けします。

@044kvpow �

望海コミセンLINE公式アカウント


